オールインワン
All-In-One
アビアリー(多層式平飼い）
aviary system
システム
The thoroughly tested All-In-One
aviary system combines animal
ウェルフェアと飼育効率が両立出来るよう
welfare and the highest laying
しっかり検証し、開発されました。
performance.

オールインワンアビアリーシステムはアニマル

Why choose the
何故、オールインワンアビアリー
All-In-One aviary
システムが選ばれるのでしょう？
system:

• Available in different widths
allows optimum use of the
・ケージ幅を選ぶことが出来、スペースを調整
house and bird numbers
することで、鶏の飼育密度を最適化出来ます。
・産卵率を最大化するために、最高の巣箱環境
•を提供しています。
Perfect nest acceptance for the
highest no. of sellable eggs
・巣箱-給水機-給餌機-止まり木間の移動がしや
•すくなっています。
Nests, water, feed, perches
・巣箱内を非常に衛生的に保ちます。
and slatted areas are easy
・先進の除糞システムを導入しています。
reachable
・高い耐用年数を誇ります。

• Very good hygienic conditions
• Advanced manure removal
• Long lifetime

オールインワン
All-In-One
アビアリー(多層式平飼い）
aviary system
システム
The All-In-One aviary system is developed as a bird friendly,
サルメット社のオールインワンアビアリーシステムは鶏への負荷を最小化
high performance system resulting in the maximum number

of sellable eggs. It’s available in different widths (2000 &
しながら、集卵率を最大化するために開発されました。
2400 mm) to allow optimum use of the house and optimum
ケージの横幅は、2,000㎜、若しくは2,400㎜から選ぶことが出来、それ

オプション
Options

stocking density.
ぞれ鶏の飼育密度にあった最適化スペースを調整できます。
The Salmet nest provides a very hygienic environment for
サルメットの巣箱は産卵に適した非常に清潔な環境を提供すると同時に
the egg production and helps reducing heat accumulation
巣箱内の蓄熱を放熱することが出来ます。
inside the nest. The nest material is also very unattractive
又、巣に使用されている素材は、ワクモを抑制する効果があります。
for red-mite.

鶏のストレスを、軽減出来るよう、動線が考えられており、巣箱-給水機-

The birds have easy access to the nests, feed, water and
サルメット社独自の五角
perches due to short distances. The unique, 5 – corner
の止まり木は雌鶏が快適に歩き回ることが出来るように設計され、丸みを
shaped Salmet perch is comfortable for the hen to walk on.
帯びたデザインは鶏が上部段に飛び移ることを容易にさせます。
Due to the rounded design remains are easily removed from
the top.

• Extra perches
・追加パーチ（止まり木）

• Extra feeding line
・追加給餌ライン
• Extra water line
・追加給水ライン

• Stainless steel legs
• Manure drying
・糞乾機
• Raised perches
・ステンレス製の脚
・ライズドパーチ

給餌機-止まり木間の距離が短くなっています。

除糞ベルトをそれぞれの階層に装着することで、鶏に快適な環境を提供し
ます。
Manureステンレス製の除糞スクレーパーはベルト状の糞を最後まで完全
removal belts are installed under each level of slatted
に掻き出します。
floor which contributes to a healthy environment for the

birds. Unique of the manure removal is the stainless steel
サルメット社について
scraper which cleans the belt perfect and has the possibility

to track the belt at the end of the row.
養鶏設備の製造だけでなく、サルメット社はドイツに於ける最大規模の卵
の生産者でもあります。そのため我々は養鶏設備をデザインし、製造すると

About Salmet
はどういうことなのか身を以て知っています。

Apart from being a manufacturer of poultry equipment,
我々が自分たちの鶏園で使用している設備は全て自分たちで作っている
Salmet GmbH is also one of the larger egg producers in
ものなのです。

Germany, so we know what it means to design and produce
poultry equipment. We use what we produce!

Salmet GmbH & Co. KG
Tel: +49 6074 3760 0
(サルメットジャパン）
info@salmet.de
Tel : 03 5281 1532
Assar-Gabrielsson Str. 19a
Fax : 03 5281 1520
63128 Dietzenbach - Germany
株式会社ユナイテッドアローズ

Reliable, durable
and thoroughly tested
poultry equipment.
Proven worldwide since 1962.

sales@salmet.co.jp
www.salmet.co.jp

www.salmet.de

